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個展個展個展個展ののののおおおお知知知知ららららせせせせ        東北の関西人東北の関西人東北の関西人東北の関西人    

被災者と被災地で働く全ての人がまた普通の生活に

戻れますように。 2012-01-29 

http://ameblo.jp/morimarion/entry-11149660207.html  

 

 

 

2 月９日（木）、10 日（金）、11 日（祝）、12 日（日） 

カフェ・ラトリエ 

（京都市上京区一真町 70-2）←ヤフー地図でググると場所判

ります 

 

イマジネーション・ハナとして活動してきて 20 年。 

初の個展を友人のステキなカフェで開催することになりまし

た。 

テーマはバレンタインデーも近いので「LOVE&KISS」にしまし

た。 

 

手描きのバレンタインカードや絵はがきの販売も行いますの

で是非お気軽にお立ち寄り下さい。 

バレンタインがメインですが、男性の方も是非見に来て下さい

ね。（カフェのオープン時間は 12:00～19:00 です） 

############################################# 

南相馬市から１月２６日夜南相馬市から１月２６日夜南相馬市から１月２６日夜南相馬市から１月２６日夜  サイヤ社長のブログ    

福島県南相馬市で青果食品惣菜スーパー「Saiya」を経営し

ています。 新鮮な話題をお届け！ 2012-01-26 20:16:56 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/a3d4c2156db74802

56eb393f05512491 

『結婚』 

福島の人との結婚、どう思いますか？ そんなに気にもしてい

ませんでしたし、関心もなかったのですが、続けてこんな話を

聞くと少し嫌な気持ちになりますよね。震災前から付き合って

いてお互いが結婚を考えていたカップルが震災後原発の放

射能の影響から福島の人には娘を嫁がせたくないという親の

反対で破談になったという話を聞きます。最近も取引先の営

業マン、痩せこけてきたので、話を聞くと入院していたとのこと、

原因はわからないが、やはり震災前に結婚を決めていた他県

南相馬ブログ新聞 

インターネット上のブログ（日記の一種：掲載許可済

み）等からの転載です。執筆者は南相馬市関係の

方（滞在の方・避難された方等）が主体です。内容内容内容内容

は個人の意見であり公のものではありませんがそは個人の意見であり公のものではありませんがそは個人の意見であり公のものではありませんがそは個人の意見であり公のものではありませんがそ

れぞれの立場での本音が書かれています。れぞれの立場での本音が書かれています。れぞれの立場での本音が書かれています。れぞれの立場での本音が書かれています。同じ被

災者・市民同士の生の意見として参考にしていただ

ければ幸いです。 
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の人がいたが震災後親の反対に遭い、その説得で何度も通

いやっと承諾を得たのだが原因不明で体を壊して入院してい

たとのことでした、福島県、福島の人には嫁がせたくはない、

そう思うのも致し方ないとは思いますが、何ともいたたまれな

い気持ちになりますよね。 

結婚後、子供ができたことまで考えればなおさらですよね。う

ちのナオちゃん、ゆづきも仙台にいます。いつになれば近く

に来ることができるのかまだわかりません、息子も福好再見の

活動が忙しいと見えてなかなか帰れない日が続いているよう

です。２人だけでいさせていいものか心配しています。もう少

し近い所に住まわせればよかったと後悔もしています。借り上

げが終わるころには、考えなくてはならないのでしょうが、離

れていると心配ですよね。商店会の人の中でお嫁さんと孫が

実家に避難していると実家は四国の高知だといっていました

がその人に比べればまだいいのかな。 

 

南相馬市から１月２８日土朝南相馬市から１月２８日土朝南相馬市から１月２８日土朝南相馬市から１月２８日土朝     2012-01-28 05:19:58    

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/e7e4109090707429

1d3b21470ee876cf 

『帰ってこない？』 

ある３０代の家族の話、奥さんと子供たちは遠いところに避難

中、お父さんは南相馬市で一人で仕事中、いつか家族は戻

ってくると頑張っていますが、奥さん曰く、（もう帰らなくてもい

いかな、こっちのほうが子供たちの教育にも良いそうだし、生

活環境の良さそうだし、なにより放射能を気にしなくていいか

ら、南相馬市には帰らなくてもよさそうと言われたお父さんは

がっかりしました。ここに残って頑張っているのはいつか家族

が戻りまた一緒に生活できることを信じて頑張っているのに、

その言葉を聞いて一気にやる気がなくなったと言っていまし

た、残念だし心配ですよね、多くの同じような境遇の家族がた

くさんいるわけですから、帰ってこなくなってしまうのでしょう

か。２年、３年、もかけて除染してもそのころにはもう帰ってこ

なくなっている状況になり、さみしい町になってしまいそうで

す。 

############################################# 

風邪は自浄作用風邪は自浄作用風邪は自浄作用風邪は自浄作用    ・・・・・・・・・・・・    原発震災避難者原発震災避難者原発震災避難者原発震災避難者    幻想に惑わ幻想に惑わ幻想に惑わ幻想に惑わ

されずにされずにされずにされずに    

負けてらんにぇ！みんなでなんとかすっぺ！！ 

南相馬市から新潟県三条市へ集団避難した者たちの

現地報告です。 2012-01-29 05:00:14  

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/619f9f2

a47e001a488c674bcb7bf2597 

 
２０１０．１１．１７  東ブータンにて 

 

風邪は 誰もがひくものだし とてもつらいものです。 

しかし 

風邪を自然に経過させるか ・・・ 

それとも 

薬や注射に頼るか ・・・ では 

その後 からだの形成がまったく違います。 

人の体が悪くなってゆくひとつの原因は 

その人が 

風邪を自然に経過させていないことの積み重ねにある 

・・・ と思います。 

風邪は ・・・ 自浄作用です。 

 

なぜ 「風邪＝悪者」という図式が 

できあがってしまっているのでしょうね。 

なぜそれほど 

風邪を怖がるようになってしまったのでしょうね。 

それは ひとことで言って 

社会的に 風邪という病気が 

とても儲かる市場になっているからでしょう。 

 

しかし 現実的に大事なことは 

広告や風潮に惑わされずに 

自分たちの健康は自分たちで守る 

・・・ という認識を持つことです。 

国や製薬会社が 

私たち一人ひとりの健康を守るために 

日夜 新薬を認めたり 開発に努力している  

というのは ・・・ 幻想にすぎません。 

自分や家族の健康は 自分たちで守る 

・・・ という意識が必要なのです。 

薬や注射が健康を作るわけではありませんから。 

############################################# 
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【よつば保育園がマンガに～エレガンスイブ～】        

ヨシユキ副園長 よつば青雲ブログ  

よつば保育園ヨシユキ副園長が、青雲の志で保育を綴る!  

2012 年 01 月 26 日 

http://yotsuba-ho.seesaa.net/article/248563215.html  

  【よつば保育園がマンガに～エレガンスイブ～】 

本日２６日(金)発売の 

『エレガンス・イブ』（２月号） 

という秋田書店から発刊されている月刊まんが（30 代～40 代

対象の女性向けコミック）にて 

なんとよつば保育園がマンガになりました 

しかもカラー 

しかも１００ページ 

題名は「手をつなＧＯ」 

エレガンス・イブでは、毎月被災地での様々なストーリーをマ

ンガ化して、５０～１００ページの特集を組んでいるのです。 

漫画家は「ごとう和」さん。 

「エンジェル日誌」などで著名なベテラン漫画家です。 

静岡にお住まいで、よつば保育園に支援物資を届けてくれた

グループの中にいたお一人です。 

お届けの際に、当園の震災後のお話や、南相馬の現実をお

話ししていた所、『漫画にするならここだ！』と決断したとのこ

とです。 

漫画の良さって 

“リアルに伝わる”ことだと思うのです。 

この漫画、下描き段階で私も一度読ませて頂きましたが 

…まさしく 

“地震が起きてから私の隣にずっといて描いてる” 

かのようにリアルです。 

一部フィクションが入ってはいますが、ほぼ事実に基づいて

描かれてます。 

ただ、女性向けのマンガであるためか、ヨシユキせんせいが

実物より“かなり”若くカッコいいのはお許しください。 

（実物見てガッカリされるとイヤなので、カッコよく描かないで

と頼んでいたのですが…。） 

とにかく、作者のごとう和さんが強い思いで描かれたドキュメ

ンタリーマンガですので、皆さんには一度ご覧頂ければあり

がたく思います。 

本来ならば皆さんに無料でお配りしたいところですが、 

ぜひ一冊お買い上げ頂ければと思っています。 

とにかく、一人でも多くの方に、震災後の南相馬の様子やよ

つば保育園のストーリーを伝えたい思いで私も協力しました

ので、ぜひご一読くださいね。 

m(_ _)m 

◎ツタヤ等の大型書店には数冊あるかとは思いますが、 

売り切れ・在庫なしの場合はお取り寄せください。 

よつば保育園  ヨシユキ副園長 

############################################# 

今日のできごと今日のできごと今日のできごと今日のできごと    1111 月月月月 28282828 日（土）日（土）日（土）日（土）    

    南相馬市生活復興ボランティアセンターのブログ  

８月１日より、「南相馬市災害ボランティアセンター」は「南相

馬市生活復興ボランティアセンター」へ名称変更いたしまし

た。 2012-01-22 17:36:43 

http://ameblo.jp/minamisoma-svc/entry-11142909725.html  

   今日の朝は、原町区はなかったのに、鹿島区には雪がう

っすらと降ってました。 

 また、朝から山梨県で大きな地震があり、なんだか心配で

す。 

 今日は、「レッツ！クッキ

ング」、というわけで料理教

室がありました。 

 原町保健センター・食生

活改善推進員・味の素さん

の企画により実施されまし

た。 

子どもや男性の参加もあり、

みなさん楽しそうにお料理

してました。 

  

 たくさんの人と作って食

べると楽しいですよね。 

 

 あと、今日はいつもお世話になっている「ＭＡＸ音楽隊」さん

が先週に引き続き来ていただきました。 

 今回は、「学習支援」ということで、たくさんの子どもたちが来

てくれました。 

 「ＭＡＸ音楽隊」さんは来

月も計３回来ていただける

とのことで、本当にありがと

うございます。 

今日のボランティアさんは、  

鹿 島 区 受 付   ２ ４ 人   

でした。 

みなさん、本当にありがとうございました。 

############################################# 

ふるさと復興会議で未来に託す『ふるさと復興会議で未来に託す『ふるさと復興会議で未来に託す『ふるさと復興会議で未来に託す『The FThe FThe FThe Future Timesuture Timesuture Timesuture Times』』』』    

ゆっ太郎 (2012.01.24 10:30) 

相双ゆたどさ ゆったりがどっさり。～ふくしま相双～  
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http://yumesoso.jp/yutadosa/archives/4568.html 

1/21(土) 

南相馬市ふるさと回帰支援センターの主催で「地域住民・移

住者・ボランティアによるふるさと復興会議」の第 2 回 ～今日

はざっくばらんに話しすっぺ！～が南相馬市原町区福祉会

館で開催されました。 

［南相馬市ふるさと回帰支援センター］ 

(URL：http://www.msouma-furusato.jp/) 

 

この、ふるさと復興会議には南相馬市原町区・鹿島区に残り

続けた人びと 小さなこどもを連れて今も他の場所へ避難され

ている人びと 震災以降、ボランティアで相双に入り活動を続

けていただいている人びと ボランティアで活動を続け、この

地に移住を決めた人びと 農林水産の維持時産業へ従事され

ている人びと 双葉郡内に居住されていた人びと 60 名ほど

の方が集まりコミュニティを保ちながら伝え続けていくことと 

つながりを深めて、ふるさと復興を目指し取組むべきことを 

熱心に話し合いました。 

 

  

  
“新しい時代のこと、これからの社会のこと。未来を考える新

聞” 

『THE FUTURE TIMES』を個人で刊行されている編集長

の後藤 正文さんから私たちが自分たちで知り、学び、考え、

話し合うための取組みをご紹介いただきました。 

 

また、同じ相双からも現状を全員が共有するてめに、復興へ

の足跡を記録し、復興を目指してつながる「富岡インサイド」を

運営する平山 ”two” 勉さんからも情報の共有・ネットワーク

づくりの事例として挙げていただきました。 

 
【 相双 ゆ た ど さ 】 ： 相馬 、 南相馬 で配布開始。 『 THE 

FUTURE TIMES 』

(2011.12.26：掲載) 

THE FUTURE TIMES 

（URL 

 

http://www.thefuturetimes.jp/） 

 富岡は負けん！ 

 富 岡 イ ン サ イ ド -Tomioka 

Insaide 

 （URL： 

http://www.tomioka.jpn.org/） 

 


